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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

R

　11月29日に開催を予定していた第42回福祉バザーですが、新型
コロナウイルス感染症が流行していることから、来場されるみなさ
まの安全を最優先に考え、中止とさせていただきます。
　バザーを楽しみにしてくださっていたみなさまには申し訳あり
ませんが、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

福祉バザー中止のお知らせ福祉バザー中止のお知らせ

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271　問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

あなたの身近にあなたの身近に ほのぼのネットほのぼのネット

私たちがほのぼのネット員です私たちがほのぼのネット員です

地域にお住まいのみなさんが安心して
より快適に暮らせるように、同じ地域

の住民が「ほのぼのネット員」
となって“住みよいまちづくり”を進める
活動です。

①声かけや訪問などの見守り

②話し相手や、諸制度の情報提供

③福祉ニーズの発見

④サロンやイベントなどの開催

などを行っています！

～コロナ禍でも、地域のみなさんと～コロナ禍でも、地域のみなさんと
　　　　　　 つながっています～　　　　　　 つながっています～

詳細はみたか社協のホームページをご覧ください♪

ほのぼのネット上連せせらぎ班
平呉夫班長

見守りツールを使った声かけ、見守りの様子

上連せせらぎ班のお茶会は、歌で始まり、
歌で終わるのが伝統です。

今は、残念ながら開催できていませんが、
また会える日を楽しみにしています！

みたか社協
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集まれない、今だからこそ集まれない、今だからこそ
～ご近所同士の支えあい「ほのぼのネット」～～ご近所同士の支えあい「ほのぼのネット」～

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

行政書士星川総合法務事務所
電話相談は無料です。（0422-24-9762）

三鷹市下連雀３丁目 33 番 17 号 グラシアス三鷹 205 号室
（三鷹駅南口徒歩３分・三平ストアー近く）

相続と遺言　想いをつなぐ相談室
家族を争族としないために

相続・遺言書・遺産分割の専門相談室です。
検　索想いをつなぐ相談室

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

お出かけの支援いたします。
　軽自動車のスロープ式車椅子専用福祉車両
（禁煙）です。買い物、通院、お墓参り等お出かけ先や病院
などの予約代行、買い物代行、見守り代行等ご利用者の方
がご乗車されない救援も致します。ご相談ください。
※介護保険、福祉チケット等は適用しておりませんので、ご了承ください。

みたか介護タクシー
電話/FAX：0422－32－1601　増田まで

　新型コロナウイルスの感染者数が増加し、感染を防ぐために多くの方が外出を控えているのではないでしょうか。
　感染は防ぐことができますが、体力や筋力が落ちたり、誰とも話す機会がなくなり寂しくなったり、逆に常に家族

と一緒にいることでストレスが溜まったりとマイナス面もでてきてしまうかもしれません。
　地域福祉コーディネーターは、介護や生活費などの相談だけでなく、「運
動ができる場所やほっと一息できる場所を探している」「自分の特技
を活かして地域に貢献したい」などの相談にも応じています。このような
状況の中ですが、消毒や換気など新型コロナウイルス対策を充分に行い活
動しているグループがたくさんあります。そんなグループを紹介したり、ご
希望によっては新しいグループを立ち上げるお手伝いもしています。人と会
うことが難しい状況だからこそ、人と人とのつながりの大切さを改めて感じ
ている方はたくさんいるのではないでしょうか。
　地域福祉コーディネーターは、「地域の活動に参加したい！」「地域で何
かやりたい！」「地域にこんな場所を作りたい！」という方をサポートし
ています。お気軽にご相談ください。

地域でしたいこと、
困りごとなどがあれば何でも

ご相談ください！

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

プライバシーは守りますので、お気軽にご相談ください！

地域で何かをしてみたい、そんな皆さまをサポートします！

　みたか社協では、介護者の皆さん
が交流や情報交換するための場とし
て、『介護者談話室』『介護者ひろば』
を開催しております。
　新型コロナウイルス感染症が心配
される状況ですが、感染防止対策に
ご協力をいただき少人数・予約制で
行っていますので、誰かと話したい方、
介護の悩みを聞いてほしい方など、
お気軽にお申し込みください。

参加方法

『介護者ひろばおれんじ新中』 『男性介護者交流会』

『認知症介護者談話室』 『介護者ひろばピアいのかしら』

『介護者ひろばけやき苑』

①お電話による、事前申し込み制です。
②�定員に達した場合には、入室をお断りさせていた
だくことがございます。
③水分補給以外の飲食はご遠慮ください。
④会場内はマスクの着用をお願いします。
⑤入室時に検温させていただきます。

日　時：毎月第２木曜日　
	 午後1時30分～3時30分
場　所：元気ひろば	おれんじ（中原3-1-65）
参加費：無料

日　時：偶数月　第1木曜日　午後1時～３時
場　所：おむすびハウス（下連雀1-10-20）
参加費：	無料（食事会等で参加費がかかる場合

もあります。）

日　時：毎月第４火曜日	午後1時～３時　
場　所：みたかボランティアセンター（上連雀8-3-10）	
参加費：無料

日　時：毎月第４水曜日　午前10時～12時
場　所：	ピアいのかしら１階談話室（井の頭2-13-6）
参加費：無料

日　時：毎月第３木曜日　
	 午後1時30分～3時30分
場　所：三鷹市高齢者センターけやき苑
	 １階食堂（深大寺2-29-13）
参加費：無料

集まることが難しい状況ですが、お電話やお手紙、町会の掲示板など、
様々な方法で地域の方へ情報提供や見守りをしています。

安心くんの利用をご希望の方は、みたかボランティアセンター
にお問い合わせください。おひとりで暮らしている75歳

以上の方、障がいのある方な
どにお渡ししています。

ほのぼのネット員が、水や
飴の交換のために
定期的に訪問します。

利用は無料です。

見守り防災グッズ
「安心くん」

こんにちは！お変わり
ありませんか？

定員６名 定員10名 定員４名

定員４名 定員４名

地域福祉コーディネーターです！

大沢
地区

このマークは視覚に障がいをおもちの方
が使う音声コード（Uni-Voice）です。
読み取り機能付き携帯電話などを用いて
記録内容を読みとることができます。

音声コードでバリアフリー化 ①
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みたか社協へのご寄付 みなさまのこころあたたまるご寄付
ありがとうございました。 （敬称略）

【2020年６月１日～
７月31日】

●一般寄付
加藤　幸雄………………………………………… 60,000円
根道　一男（２件）……………………………………4,000円
三小学童保育所　父母会………………………… 39,581円
三鷹市ベッセルスポーツクラブ……………………3,000円
川畑　好彰………………………………………… 10,000円
田山　光興………………………………………… 50,000円
東京三鷹ライオンズクラブ（2件）……………… 201,213円
尾崎　至孝………………………………………… 50,000円
有園　道治………………………………………………500円
髙橋　忍………………………………………………1,000円
匿名（11件）… …………………………………… 208,533円

●一円玉硬貨募金
キッチンコート野崎店　募金箱… ………………………7,325円
ゆうゆう会… ………………………………………………2,664円
伊藤　晃… ……………………………………………… 13,018円
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱… ………………4,468円
株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱…………1,508円
株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱… ……………7,354円
株式会社矢野　募金箱… …………………………………2,217円
鴨木　三郎… ………………………………………………1,626円
観音寺　募金箱… …………………………………………1,992円
三鷹市赤十字奉仕団… ……………………………………1,000円
四ツ葉ときわクラブ… ………………………………………837円
上二親交クラブ… …………………………………………1,576円
大沢松寿会… ………………………………………………4,801円
匿名（５件）… …………………………………………… 16,225円

みたか社協　寄付

　社会福祉法人への寄付は、所得税法上の寄付金控除、
住民税の税額控除、法人は法人税法上の損金算入が出来
ます。（※確定申告に際して当会発行の領収書が必要と
なります。）

　市民のみなさまのご協力により、今年も多
くの募金が集まりました。
　皆さまからの心あたた
まる募金は、三鷹市内の
福祉施設や団体の事業運
営等に活用されます。
　ご協力頂いたみなさまに、
心より御礼申し上げます。

赤い羽根共同募金へのご協力赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました。ありがとうございました。

日時・期間日
内容内 申し込み申

場所・会場所
その他他
対象対

問い合わせ問
定員定 主催主 講師講

締切〆
費用￥凡例：

福祉
の情報をお届けします福祉
の情報をお届けしますiinnffoorrmmaattiioonn（インフォメーション）（インフォメーション）information（インフォメーション）

広報紙配達ボランティア募集 地域のサロン活動資金を助成します

「災害ボランティアセンター運営
スタッフ養成講座」を開催します

募集 募集

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

みたかボランティアセンターの広報紙《ボランティアミニミニ広
場》の配達ボランティアを募集しています。
内 	広報紙の配達　日 毎月20日～月末の都合の良い時間
所 …・牟礼2.3丁目（約15件）	 ・上連雀2.3丁目（約25件）
	 ・上連雀4.5丁目（約30件）	 ・上連雀８丁目、野崎1.2丁目（約30件）
	 ・下連雀４丁目（約30件）	 ・上連雀８丁目、下連雀8.9丁目（約30件）
	 ・下連雀5.6丁目（約50件）

市内で活動している子育てサークル、高齢者・障がい者のサロン
など、居場所づくりや見守り、助け合い活動に取り組んでいる非営利の自主
グループに１万円を助成します！
これから始める活動も対象になります。サークルの立ち上げの相談も承ります。
対 	下記のすべてを満たすこと
	 ①	原則月１回以上のサロン活動（参加者３名以上）での地域の仲間づく

りや助け合い活動を行っている
	 ※	ただし、今年度に限り新型コロナウイルスの影響で休止した場合を除く
	 ②ほかの団体・機関から活動の助成を受けていない
	 ③政治・宗教・営利目的でない
他 	助成額　１団体につき１万円（上限）、総額55万円（55団体）
申 ……申請書、事業計画書に必要事項を記入の上、下記までお
持ちください。書類は下記窓口にお越しいただくか、ホー
ムページからプリントアウトできます。

	 記入方法がわからない場合はご連絡ください。

地震や風水害が発生した時に設置する「災害ボランティアセンター」の運営
を担うスタッフを養成します。
内 	災害ボランティアセンターの役割と機能について
日 	12月８日（火）午後２時～４時
所 		みたかボランティアセンター	２階会議室またはZoomでの参加
￥ …無料　定 会議室10名、オンラインツール（Zoom）20名（どちらも先着順）
対 	三鷹市内に在住、在勤、在学の方
申 ……12月５日（土）までに電話、FAX、メール、ボランティアセンターへ
直接来所にて、①氏名、②住所、③電話・FAX番号、④メールアドレス
（オンラインツールで受講の場合は必須）、⑤所属団体（ある方のみ）、
⑥災ボラ活動有無（有の場合期間・内容）、⑦受講動機、⑧参加方法（会
場またはオンラインツール）についてお伝えください。

〈みたか社協HP〉

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

①午前10時30分～11時30分

②午後2時～３時 ※受付は開始・終了時間の30分前

〈
感
染
防
止
対
策
〉

・会場定員の１/２人まで

・求職者、出展者ともに手指消
毒、マスク着用、検温
・ブースにパーテーション設置

在宅サービス係
℡：0422-79-3505

◎資格不要の求人もあります。
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。
◎福祉の資格、仕事に関する総合的な相談をお受けします。
◎新型コロナウイルス感染拡大により中止する場合があります。

12月12日（土）
会場︓三鷹市公会堂さんさん館 ３階多目的会議室（野崎1-1-1）
定員︓①②とも各30名（要予約）

参加
無料要予約

問 申

講座

寄付をいただいたみなさまのお名前は、本紙に掲載させていただくほか、
みたか社協HPでも掲載させていただいております。

三鷹で子育て中の皆さんへ三鷹で子育て中の皆さんへ 頑張って子育てしているママたちの頑張って子育てしているママたちの
お手伝いをしたい！と思っている方へお手伝いをしたい！と思っている方へ
ホームスタートボランティア養成講座ホームスタートボランティア養成講座

ホームスタートを知ろう！ホームスタートを知ろう！
ホームスタート地域説明会ホームスタート地域説明会

子育て支援活動を応援子育て支援活動を応援
したい！と思っている企業・団体の皆様へしたい！と思っている企業・団体の皆様へ

あなたはあなたで大丈夫
ホームビジターはあなたの味方です

日 		令和３年１月15・22・29日、２月5・12・19・26日（金）（全７回）
　	午前９時30分～午後４時30分
対 		三鷹市在住の方で子育て経験のある方、あるいは保育施設等で勤務経
験のある方　＜全ての回に参加することが修了の条件です＞

	 修了後、ホームビジターとして活動をしていただきます。
￥ …無料　所 	みたかボランティアセンター　定 	８名

日 11月13日（金）午前10時30分～12時　所 	みたかボランティアセンター
￥ 無料　定 	15名

①活動団体へ寄付をしませんか？　②広報誌に広告を載せませんか？
③寄付付き自動販売機の設置にご協力いただけませんか？

家庭訪問型子育て支援ホームスタートをご存じですか？
未就学児のいるご家庭でしたら無料でご利用できます。
子育ての経験があり、所定の研修を受けた先輩（ホームビジター）がボランティアで
あなたの悩みに寄り添い、子育てを楽しめる環境をつくるお手伝いをします。

ホームスタートとは、ベビーシッター
や家事代行とは異なります。最初は
調整役（オーガナイザー）が訪問し
一緒に活動内容を決めます。プライ
バシーは守られます。

問合せ・申込先：NPO法人子育てコンビニ
TEL：0422-41-7021
　　　（平日午前10時～午後３時）
mail：h-start@kosodate.or.jp

社協の子育て支援

興味ある方は
まずはこちらから♪

いろいろな団体情報を
ご紹介します♪

音声コードを印刷しても視覚障がい者は
その印刷部に音声コードが添付されてい
ることに気づきません。そこで音声コー
ドが添付された印刷物には必ず切り込み
が入れられています。

音声コードでバリアフリー化 ②
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私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

三鷹支店
住　所：三鷹市下連雀 4-17-9
ＴＥＬ：0422-47-3281
E-mail：mitaka＠seibushinkin.com

消防署

吉祥寺→←武蔵境 南口

中
央
通
り

NTT

三鷹支店
あります

連雀通り

JR 三鷹駅広告を掲載しませんか？
　「みたか社協だより」は年４回市内に全戸配布
しています。現在、広告主を募集しております。
事業主・商店の PRなど効果的な広報のチャンス
としてご活用ください。
◆サイズ：１コマ縦４cm×横８cm
◆申込・問い合せ：総務係 0422-46-1108

　都立野川公園、都立武蔵野の森公園、大沢八幡神社など緑溢れる
地域で、現在14名のネット員が活躍しています。
　８・12月を除く毎月1回の定例会と、高齢者同士の交流の場とし
ての食事会、茶話会、外出行事などを企画・運営しています（※）。
特に、春の梅の花の頃は、隔年ではありますが、地の利を生かして
野川公園を散策する「梅見会」を催しています。
　この地域は、３丁目と６丁目の間に人見街道の坂があって高齢者
にとって参加しづらいという声もあり、食事会、茶話会は大沢地区
公会堂と大沢六丁目市営住宅集会所のそれぞれの会場で開催してい
ます。文字通り「ご近所」の人達の交流の場となり、今まで参加し
ていなかった方々が誘い合わせて参加してくださるようになりまし
た。また、それぞれの地域の状況に合わせて話をすることができ、
災害時の対策や声かけ等、より有意義な内容となっているようです。
　これからも、地域の方々との交流を図り、お互いに挨拶を交わせ
るように活動していきたいと思います。
※現在、新型コロナウイルス感染症のため食事会などは中止しています。

のがわ班のがわ班

　ほのぼのネット班は、地域の方々の相談や見守りなどを行うボラン
ティアグループです。詳しくは本会のホームページをご覧ください。

問 �地域福祉推進係　℡0422ー76ー1271

（大沢２丁目18 ～ 19番・３丁目・６丁目）（大沢２丁目18 ～ 19番・３丁目・６丁目）

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉗

　マスキングテープを貼ったり絵を描いたりして、自分だけのケースを作りま
した♪ さっそく、お弁当やおやつの時間に使う子ども達。外したマスクを
無くしたり、汚さないように気を付けています。

三小学童保育所Ａ・Ａ分室・Ｂ

食事会で大沢地域包括支援センターの職員と脳トレを実施

　「歳末たすけあい運動」は、戦後の混乱期に市民のたすけあい精神によ
り、生活に困窮する方々への物資の持ち寄り運動として始まりました。
　その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での安心・安全な暮ら
しを支えるための貴重な募金として様々な取り組みに活用されています。
　皆さまからのあたたかいお気持ちによる募金は、三鷹の地域福祉活動の
充実や、福祉のまちづくりの推進に活用されています。募金は、お住まいの町
会・自治会を通じて、あるいはみ
たか社協にて受け付けています。
　あたたかいご支援をお願いい
たします！

いただいた募金は来年度下記の事業に活かされます。

歳末たすけあい運動にご協力お願いします
12月1日～31日まで

■	ほのぼのネット事業
	 	地域の高齢者の方を対象とした見
守り活動やお茶会などのイベントを
開催

■	子育て応援事業
	 	子育てサロンの開催や子育てサー
クルへの助成

■	介護予防事業
	 	高齢者を対象としたヨガ、ストレッチなど
の講座を開催

■	ボランティア養成事業
	 	ボランティアを育成するための講座やイベ
ントを開催

■	助成事業　等

　手洗い・うがいをする時は、
間隔を空けて並びます。
目印は しずく マーク。
子ども達は自分からマーク
にそって並んでいます。

井口小学童保育所Ｂ

　春から新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。多くの子ども達
が長い時間をすごす学童保育所では、毎日の検温やマスクを着用し、感染予防
に努めています。取り組みの一部を紹介します。

近づきすぎない
ように…！

うつらない・うつさない

学童保育所での
感染予防

残念ながら、今年の街頭募金は新型
コロナウイルス感染症の影響により
中止とさせていただきます。

　学童保育所とは、保護者の就労等のため、放課後に育成が必要な小学校１年生から
３年生（障がい児は４年生）までの児童が主に遊びを通して生活するところです。
★がくどうブログでは、日々の育成の様子や活動を紹介しています。是非ご覧ください！
みたか社協がくどう がくどう担当 ℡0422－46－1192

総務係　℡0422－46－1108問

問

マスクケースを
作りました！

禅林寺龍華会基金様からご寄贈いただきました。
　禅林寺龍華会基金（委員長：木村得玄禅林寺ご住職様）から、今年度
は電動自転車を社会福祉協議会にご寄贈いただきました。
　ご寄贈いただいた電動自転車は、
地域の皆さまの所へ打ち合わせや支
援に出向く際に活用させていただい
ております。
　同基金様からは毎年ご寄贈いただ
いており、三鷹での福祉推進のため
活用させていただいております。こ
こに改めて感謝申し上げます。

2019年の街頭募金の様子

音声コードは全国の行政機関の書類や病
院の処方箋、金融機関、企業の情報文書な
どに採用されています。本号から、読み取
り機能付き携帯電話などで記載内容が確
認できるUni-Voiceになりました。

音声コードでバリアフリー化 ③


